
  連携協定・業務委託締結状況 （2021.9.1現在）

包括連携 相　手　先 内　　　　容 締結日 履行期限
1 協定 ○ 長野県 包括的連携に関する協定 2019/5/20 2022/5/19
2 協定 ○ 長野県議会 包括的連携に関する協定 2019/10/24 2022/10/23
3 協定 ○ 松本市 連携・協力に関する協定 2019/1/9 2023/3/31
4 協定 松本市 地域づくりに係る連携協定に関する協定 2019/4/1 2022/3/31
5 協定 ○ 安曇野市 包括的連携に関する協定 2021/8/26 2024/8/25

6 協定 ○ 塩尻市
市民の健康維持活動を通して、地域の活性化と健康な地域づくり
に貢献するための取組

2010/4/1

7 協定 諏訪市 健康づくりに関する協定 2019/4/1
8 協定 ○ 高山市 産業・環境・まちづくり・文化などの分野においての相互協力 2007/10/26

9 協定 木曽町
地域振興と教育に資するため互いの特長を活かして相互に連携し
た事業を行う

2009/11/2

10 協定 木曽町
健康づくり計画及び食育推進計画の策定と評価、地域住民の健康
づくり、環境づくり、人材の育成

2011/4/1

11 協定 ○ 生坂村
地域の活性化を進めるとともに、学術研究機能の向上と人材の育
成に寄与する

2013/1/7

12 協定 生坂村 いくさか歩こう部講師派遣 2021/4/1 2022/3/31
13 協定 ○ 山形村 包括連携に関する協定 2020/12/11 2025/3/31
14 協定 ○ 麻績村 地域の健康、福祉等の増進及び人材育成の連携協定 2017/5/9

15 協定 ○ 筑北村
健康増進、教育、地域振興などの分野で相互協力をし、地域及び
大学における人材育成、教育の充実及び地域の発展に寄与

2013/3/26

16 協定 原村 健康づくり推進に関する連携協定 2018/5/22

17 協定 ○ 南箕輪村
地域住民の健康維持活動を通して、地域の活性化と健康な地域づ
くりに貢献する

2010/7/7

18 協定 大正ロマンのまちづくり協議会 まちづくりを推進するための協定 2016/4/1

19 協定 ○
松本商工会議所、一般財団法人松本市勤労者共
済会、全国健康保険協会長野支部、松本市

地域を挙げた健康経営の意識向上への取組みの実践 2016/7/4

20 協定 長野県体育センター スポーツ振興を通して地域の活性化を図る 2010/10/20

21 協定 ○
長野県総合型クラブ連絡協議会・長野県体育セ
ンター

総合型地域スポーツクラブの振興・発展に資する活動を通して、
地域の活性化に貢献するとともに、それを担う人材育成のための
取り組みに関する締結

2013/1/30

22 協定 全国「道の駅」連絡会 「道の駅」就労体験型実施に関する基本協定 2015/3/31
23 協定 ○ 松本商工会議所 連携・協力による松本市域の企業の発展と若者の地元定着 2018/9/10 2021/9/9
24 協定 社会福祉法人山形村社会福祉協議会 地域の福祉の増進と、地域貢献を実践するための人づくり 2017/4/1

25 協定 ○ 財団法人長野県中小企業振興センター
長野県内における中小企業・起業者等の経営活動を促進するため
の支援

2006/6/30

26 協定 日本財団学生ボランティアセンター 学生ボランティア活動の推進に関する相互協力 2017/2/1
27 協定 国際ロータリー第2600地区 教育連携による、地域社会に貢献できる有為な人材の育成 2015/7/30
28 協定 医療法人抱生会丸の内病院 学生・教職員の受診受入 2007/10/15

29 協定 NPO法人熟年体育大学リサーチセンター
「松本市・いきいき健康ひろば事業」における学生の教育･健康
増進に関する研究･個別運動処方ｼｽﾃﾑの構築

2013/4/1

30 協定 ○ 財団法人長野県健康づくり事業団 健康増進事業における、指導事業、啓発事業、研究ほか 2010/4/1

31 協定 ○ 株式会社長野県民球団
地域プロ・スポーツ及び地域スポーツの振興、発展をとおして地
域の活性化と子ども達の健全育成を図る

2008/3/24

32 協定 ○ 株式会社松本山雅
地域プロ・スポーツ及び地域スポーツの振興、発展をとおして地
域の活性化と子ども達の健全育成を図る

2010/7/29

33 協定 ○ 株式会社池の平ホテル＆リゾーツ 健康リゾート事業に関連する事業連携・推進 2020/8/6 2022/3/31

34 協定 株式会社池の平ホテル＆リゾーツ
株式会社池の平ホテル＆リゾーツの実施する「出張型特定保健指
導」及び「ヘルスツーリズム」に対する松本大学地域健康支援ス
テーションの協力と推進

2020/8/6 2022/3/31

35 協定 ○ 株式会社長野銀行 包括連携に関する協定 2020/11/9 2023/11/8

36 協定 富士防災設備株式会社松本支社
松本大学及び新村地域の公共施設等の災害に対するリスクマネジ
メントの構築についての相互協力

2020/10/1

37 協定 株式会社バリューブックス 「松本大学ゆめ本プロジェクト」 2012/12/19

38 協定 ○ 株式会社ライフサービスオグチ
健康づくりをとおして地域の活性化と後期高齢者の健康増進を図
ると共にそれを担う人材育成の取組

2014/10/1

39 協定 パシフィックエース北陸株式会社 災害用備蓄飲料水の提供 2014/7/11
40 協定 ○ 有限会社斉藤農園 6次産業推進事業を目的とした研究及び商品開発に向けた相互協 2021/4/1 2026.3.31
41 協定 あづみ野食品 6次産業推進にかかわる研究開発業務 2019/4/1
42 協定 信州安曇野勧農合同会社 安曇野産わさびを用いた研究および商品開発へ向けた相互協力 2015/4/1
43 協定 株式会社コスモ 食事管理システムの開発、運用、保守についての相互協力 2018/4/25

44 協定 ○ 株式会社信州スポーツスピリット
地域プロスポーツ及び地域スポーツの振興・発展を通じた事業連
携・推進

2018/1/15

45 協定 株式会社村瀬組 従業員の健康づくりと効果測定の取組 2018/7/3
46 協定 株式会社村瀬組 地域防災のリスクマネジメントの構築についての相互協力 2020/10/1

47 協定
エア・ウォーター株式会社、甲信越エアウォー
ター株式会社

健康づくり関連事業に係る連携・協力に関する協定 2018/9/18

48 協定 美津濃株式会社 事業連携・推進に関する協定 2018/11/28 2022/3/31
49 協定 ○ ㈱VC長野クリエイトスポーツ 事業連携・推進に関する協定 2018/12/4
50 協定 大塚製薬株式会社 健康づくり関連事業に関わる連携・協力に関する協定 2019/6/24
51 協定 株式会社林事務所 地域連携事業の推進に関する協定書 2020/8/6
52 協定 ホクト株式会社 事業連携・推進に関する協定 2021/3/24 2023/3/31
53 協定 長野県飯田OIDE長姫高等学校・飯田市 飯田OIDE長姫高等学校地域人教育推進に関るパートナーシップ協 2013/4/26
54 協定 長野県商業教育研究会 連携協定 2016/1/21
55 協定 長野県飯田OIDE長姫高等学校 教育協力協定 2013/4/26
56 協定 長野県穂高商業高等学校 連携協定 2006/2/4
57 協定 長野県岡谷東高等学校 連携協定 2008/12/12
58 協定 エクセラン高等学校 連携協定 2010/3/17
59 協定 長野県丸子修学館高等学校 高校大学間の相互交流と教育内容の充実を図る 2011/12/21

60 協定 松商学園高等学校
特色を生かした教育活動を推進し、相互の教育の充実を図り、地
域社会の中核となる人材を育成し、地域の発展に資する

2012/11/29

61 協定 南安曇農業高等学校
松本・安曇野・大北地域を中心とした地域社会に貢献できる産業
人育成

2016/3/1

62 協定 諏訪実業高等学校 「地域人教育・諏訪」推進に係るパートナーシップ協定 2019/9/24
63 協定 共愛学園前橋国際大学 大学間連携協定 2017/2/22

64 協定 上越教育大学
教員養成、教育、研究等における人的・物的資源の相互活用その
他連携協力

2018/9/13

65 協定 十文字学園女子大学 事務職員の連携・協力に関する協定 2016/12/2

66 協定
諏訪東京理科大学・清泉女学院大学・清泉女学
院短期大学部

スタッフ・デベロップメントに係る連携協力 2015/8/20

67 協定 湘北短期大学 教育交流連携 2010/7/1

68 協定
信州大学・長野県看護大学・佐久大学・諏訪東
京理科大学・清泉女学院大学・長野大学・松本
歯科大学

長野県内大学単位互換に関する協定 2018/6/21 2023/6/20

69 協定 コンソーシアム信州 戦略的大学連携支援事業に基づく連携 2008/9/19

70 協定 韓国　済州大学
交換プログラム、共同研究、交換留学制度、ワークショップ、国
際会議

2013/1/7

71 協定 韓国　東新大学 相互協定 2010/10/13
72 協定 台湾　義守大学 学術・人物交流に関する協定 2017/5/12
73 協定 中国人民大学外国語学部 学術・人物交流に関する協定 2005/3/3
74 協定 嶺南師範学院 学術・人物交流に関する協定 2014/12/5
75 協定 The University of Pardubice 相互協定 2006/11/2
76 協定 Utah Valley State College 相互協定 2005/2/14
77 協定 イギリス　アベリストウィス大学 相互協定 2019/6/4
78 協定 オーストラリアンカトリック大学 MOU 2019/5/23 2024/5/22
79 協定 カナダ　トンプソンリバーズ大学 相互協定 2019/2/25
80 協定 オーストラリア　ニューカッスル大学 MOU 2019/3/1 2023/12/31
81 協定 放送大学 相互協定（単位互換） 2006/1/12
82 業委 松本市 地域づくりインターンシップ戦略事業 2021/4/1 2022/3/31
83 業委 安曇野市 親子プログラミング教室業務委託 2021/7/28 2021/11/14
84 業委 安曇野市 自転車を活用した健康づくりの実証実験業務委託 2021/4/1 2022/3/31
85 業委 筑北村 筑北村キラリ☆アクア健康教室 2021/5/1 2022/2/28
86 業委 松川村 松川村観光振興及び移住促進支援業務 2021/4/1 2022/3/31

87 業委 南箕輪村
『てくてく健康教室』委託業務
体力測定・評価・運動指導および教室監修業務

2021/5/19 2022/3/31

88 業委 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院 松本大学硬式野球部におけるコンディショニングサポート 2015/12/1

89 業委 株式会社安曇野設計室、信州安曇野勧農合同会社
安曇野産のわさびを用いた研究及び商品開発、わさびの栽培に関
する調査・研究

2011/4/1

90 業委
森永乳業株式会社
一般財団法人松本ヘルス・ラボ

試験食品摂取の運動習慣のある健常者の体調に関する自覚症状に
対する効果の検討

2021/2/1 2022/3/31

91 業委 エア・ウォーター株式会社 健康支援分野の開発指導業務 2021/4/1 2022/3/31

92 業委 株式会社トゥーコネクト
「高性能空気清浄機フィルターに付着した日本コウジカビの無害
化実験（HEPAフィルターとTPAフィルター比較）」業務における
空気清浄機の品質を示すエビデンスの取得方法に関する指導助言

2021/4/1 2021/9/30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※履行期限の入っていないものは継
続


